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「食」の将来ビジョン策定に向けた意見について 

北海道経済連合会 

 

・昨年 12 月に国の「新成長戦略」が公表され、「農林水産分野の成長産業化」、

「観光立国の推進」等によって新たな需要と雇用を創出・拡大するとの基本

方針が示されました。これを実現する上で「食」は、成長の基盤ともいうべ

き重要なテーマのひとつであり、また北海道の強みを発揮して我が国の発展

に貢献できる分野であります。 

 

・この「食」の分野の根幹を担う農業については、生産性向上によって国際競

争力を高めていくことも忘れてはならない視点と考えます。こう見定めた場

合、主業農家を主体とし且つ営農規模が大きく、それゆえ生産性の高い北海

道農業こそ更なる生産性向上を図ることによって我が国の食料自給率向上と

国際競争力強化に大いに貢献できます。 

 

・そのためには、特色ある北海道農業の基盤強化が不可欠であり、これに対す

る施策・支援が重要であります。また、この基盤強化は、農業者の高齢化や

離農の増加が見込まれる中、農業の生産性を高めるのみならず、農業の持続

的な発展および新規就農者の確保にも繋がるものであります。 

 

・そして、北海道の一次産業である農水産業をベースとした「食」の分野は、

他の地域と比べて優位性があり更に大きく成長・飛躍する可能性があります。

そこで我々は、農水産業・食品加工業・バイオ・機械製造業・流通業・ICT・

観光産業といった「食」に関わる幅広い産業と関係機関が連携・協働した体

制を新たに構築し（食クラスターの形成）、豊富な食資源の高付加価値化、真

に売れる商品の開発および道外・海外への販売促進を通じて、北海道ならで

はの「食の総合産業」の確立に取り組み、北海道経済を牽引していくことを

目指すこととしました。 

 

・そのため、北海道ではこの度、農業団体の参加をいただきながら産学官金の

オール北海道の推進母体となる「食クラスター連携協議体」（注）を発足し、本

格的な活動がスタートしたところであります。 

 

・本取り組みは、北海道が一丸となって地域自ら推進する新成長戦略であるこ

とから、今回申し述べる別記意見が「国の食の将来ビジョンならびに新成長

戦略実行計画」の中に反映されるよう期待するところであります。 

平成 22 年 5月 31 日 

「食」の将来ビジョン検討本部

提出資料 
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（注）「食クラスター連携協議体」（略称：FC/NW） 

・北海道経済連合会、JA 北海道中央会、北海道経済産業局、北海道庁の 4者を設

立発起人として、平成 22 年 5 月に発足。参画メンバーは、道内外の「生産か

ら加工・機械製造・流通・販売・商品の利活用」までの幅広い関連産業・団体、

大学、試験研究機関、支援機関、行政機関など約 100 社・団体で構成。事務局

は設立発起人 4者が務め、北海道経済連合会が推進本部を担う。事業内容は、

食の総合産業の確立に向けた①高付加価値化の推進、②マーケティング・販売

促進、③企業誘致など道外からの投資促進等のプロジェクトを「連携・協働」

で生み出していくこと。 

・「クラスター」という言葉はブドウの房や魚の群れという意味であるが、我々

は、連携・協働によって 1つの企業や産業ならびに機関だけでは成し得なかっ

たことを実現し、“1＋1の効果を 3にも 4にも高めていくこととする”。 
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別 記 意 見 

本文中の（ ）内の数字は「別冊資料集」の該当ページ（P）を示す 

 

１．北海道農業の基盤強化に関して 

・一つ目は、北海道農業の基盤強化について申し上げる。 

・国土面積の 22％を占める北海道では、農家一戸当たりの平均耕地面積（20.5ha）

が都府県（1.4ha）の約 15 倍、農業で生計を立てている主業農家の割合は都

府県の 19%に対して 73%と、大規模で主業農家主体の生産性の高い経営を展開

している。 

・また農業産出額（約 1兆円）は全国の 12%を占めるとともに、多くの畑作物（15

品目）で生産量全国一を達成し、生乳生産量も加工用原料乳を中心に全国の

47%を占める等、道内各地域で多様且つ特色ある農業が行われている。（1～5P） 

・我々は、このように広く豊かな北海道の土地を、現在 41％と低い我が国の食

料自給率向上と国際競争力強化のためにフル活用すべきであると考える。 

・そのためには、北海道農業の更なる生産性向上に対する基盤強化が重要であ

る。また農業の基盤強化は、地域の新成長戦略として今北海道で進めている

「食の総合産業」の実現のためにも不可欠である。 

・このような視点から、以下の(1)から(7)まで 7 つの農業施策の一体的な推進

を提案する。 

  

 

（１）主業農家や優良農家への優遇支援 

①戸別所得補償制度の本格実施に向けて、生産力のある主業農家のやる気、

意欲、成果が反映される制度設計とすべきである。 

 

例：適正な単価設定、助成額の確保、固定払いと成績払いの適正比率の確保、

規模拡大による加算制度（6P） 

 

（２）畑作の輪作体系の維持・確立に向けた支援 

①北海道の場合、高反収且つ持続可能な畑作経営を展開するためには輪作体

系の維持が大前提である（7P）。この点、畑作の戸別所得補償制度の本格実

施に向けて、輪作農家の地力向上への努力が着実に反映される制度設計と

すべきである。 
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例：制度対象作物の選定（輪作体系全作物を対象）、地力維持および病害虫の

発生防止等の観点からの加算制度（8P）  

   

②また、輪作体系維持により生じる余剰作物（ビート等）を原料としたバイ

オエタノールの地産地消型利用（地域完結型燃料サイクルの確立）の推進

が有効であり、実用化に向けたモデル製造事業への支援を継続していただ

くとともに、直接混合燃料のE10仕様での利用を可能とするよう要望する。

この取り組みは、現在国が目指している「低炭素社会の実現」にも繋がる

ものである。 

 

 例：バイオ燃料地域利用モデル実証事業（北海道十勝地域の清水町）（9P、10P） 

 

（３）地域農業の発展に向けた営農規模の大規模化や集約化への支援 

①今後の地域農業の発展には、域内農業者の協業・結集による営農規模の大

規模化や集約化を促進して、生産性の維持向上を図ることが重要であり、

この推進を国の施策に盛り込むとともに、これらに取り組む農業生産法人

への支援を強化すべきである。さらに本施策は、協業・結集した新法人を

就農希望者の実習・OJT 先として活用できる可能性があり、離農者対策およ

び新規就農者の人材育成にも資するものである。 

 

例：農業生産法人の初期投資（機械、施設等）や農地取得への支援（11P） 

 

（４）飼料の自給率向上への支援 

①食料自給率向上のためには、現在 26%に止まっている酪農分野における飼料

自給率向上が大きなポイントとなる。自給飼料の利用拡大に向けては、飼

料米だけでなくトウモロコシ・牧草の増産や品質向上を図っていくべきで

ある。これは、道東地域などで行われている放牧酪農（12P、13P）の普及

推進にとっても重要な課題である。 

   

例：畜産公共事業等の予算枠の拡充、寒冷地で安定生産が可能な飼料作物の

新品種開発 （14P） 

 

（５）耕地対策として生産基盤整備（暗きょ排水、区画整理、水利施設等） 

への支援 

①農業生産性の維持向上のためには、計画的且つ継続的な耕地対策としての

生産基盤整備が必要である。また農業者の高齢化や離農の進展が見込まれ
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且つ新規就農者の確保が容易でない状況において、生産量の確保の支えに

もなっている。 

 

例：農業農村整備事業の予算枠の確保（15P） 

  

（６）品種改良等の試験研究への支援 

①北海道農業の生産性の更なる向上に対する試験研究は、既に積極的に取り

組んでいるところであるが、さらに一層充実することが重要である。その

ためには、小麦、水稲、飼料作物などの新品種の開発、放牧酪農や乾田直

播などの先導的な基礎技術の一層の推進を図るべきである。 

 ②併せて品種改良への支援は、前述（５）の耕地対策と一体となって進める

ことによって、より多くの成果を引き出すことが可能となる。 

  

例１：抜群の収益性！ 秋まき小麦新品種「きたほなみ」（16P） 

例２：放牧酪農のメリット（12P、13P）（再掲） 

 

（７）新規就農者の育成環境の整備 

①国内では、農家戸数の減少や農業者の高齢化など担い手不足が急速に進行

している（17P）。土と天候相手の農業技術・ノウハウの習得には長時間（少

なくとも 6 年程度）を要することから、新規就農者の育成は喫緊の課題で

ある。この点、新規就農者の育成環境整備に関しては農業者の大きな負担

となっていることから、支援の強化が是非とも必要である。また企業参入

については、地域農業と融和した参入を促進すべきであると考える。 

 

例１：「強い農業づくり交付金」のうち、通称「農場リース事業」の拡充（予

算枠と対象分野）（18P） 

 例２：「のれん分け」方式で新規就農者育成に取り組む農業生産法人に対する

「農地保有合理化事業」の適用（19P） 

 

 



6 
 

２．食の総合産業の確立に関して 

・二つ目は、今年度から北海道で始動した食の総合産業化の取り組みに関して

申し上げる。 

・北海道では、「食クラスター連携協議体」を推進母体として、①高付加価値化

の推進、②マーケティング・販売促進、③企業誘致など道外からの投資促進

等のプロジェクトを連携・協働で生み出していきたいと考えている。本活動

は、一次・二次・三次産業に亘る「食の総合産業」の確立を通じて北海道経

済を牽引していくことを目指す地域発の新成長戦略であることから、国の新

成長戦略と軌を一にした取り組みである。 

・政府においても、主役である事業者・企業の活動を側面から支援する政策の

推進について、府省間連携を密にした総合支援体制を構築する必要がある。 

・特に出口対策の確立支援については、国内・海外販売が促進されなければ食

の総合産業の確立による地域経済の自立には結びつかないことから、農水

省・経産省などの関連府省が密接に協力する必要がある。 

・また、6次産業化による付加価値の増大は、農山漁村のみで生み出されるもの

ではなく、地域の産学官金全体で形成されるものである。 

・このような視点から今回は、政府で進めている 6 次産業化に関連して、以下

の 6 項目を食の将来ビジョンならびに新成長戦略実行計画に盛り込むよう提

案する。 

 

（１）生産段階における高付加価値化の促進 

まず、生産段階における高付加価値化の取り組みとして、2点申し上げる。 

 

①食品加工産業との連携・協働によって消費者ニーズに応えながら消費拡大

に結び付けるという観点から、加工食品の用途に適した品種改良を促進す

べきである。 

  

例１：スイーツに適した四季成りイチゴの品種改良（20P） 

 例２：「麦チェン！」へ、品種・栽培技術の更なる開発（21P） 

 例３：高亜鉛含有量を持つ大豆の栽培と商品化（22P）、等 

 

②同じく生産段階における取組として産学官連携を一層強化して推進すべき

は、未利用資源（注）の有効活用と商品化に関する研究開発についてである。

未利用資源は資源の少ない我が国にとって貴重な資源であり、これまで廃

棄していたものを“もったいない”という日本人特有の感性で再利用して
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いくという取り組みが必要である。 

 

（注）北海道の未利用資源には、鮭皮・鼻軟骨、イカゴロ、ホタテウロ、ビート滓、 

とうもろこし残渣、ヒトデ、昆布の根（ガニアシ）、廃鶏内臓等、多数あり 

 

 例：アスパラの伏せ込み栽培によって生じる廃根の利用（23P）、等 

   

（２） 加工段階における高付加価値化の促進 

①食品加工については、開発段階において特に中小企業などの費用負担が大

きいことから、「機能性など新たな付加価値の探索と科学的検証」、「試作・

実証」、「加工度の向上」等の面において、開発サイドの商品開発プロセス(注)

に対する切れ目のない総合的な支援体制を整備する必要がある。 

 

例１：食品開発・改良への技術支援、食品の有効性および安全性の試験・評

価、食味・食感・香りなどに関するデータベース開発、生産プロセス

の改良支援などを総合的に行う試作・実証センターの整備 （24P ｵﾗﾝ

ﾀﾞ・ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰの例） 

 

（注）商品開発プロセスとは、「生産⇒研究⇒実証試験・分析⇒技術評価⇒試作加工⇒

市場性評価⇒試作品の改良・改善⇒製造ライン等の設計⇒試運転⇒本格製造⇒

流通⇒販売」という流れ。このうち試作・実証機能は、下線部が該当する 

  

例２：商品名「ピュアブラン」（ヨーグルトの濃縮＋乳酸菌殺菌による幅広い

活用）（25P） 

例３：イタリア料理に適したミニトマト（ドライ加工）の国産化およびその

販売（26P）、等 

 

（３）流通段階における高付加価値化の促進 

①流通については、特に北海道の場合は大消費地から遠いという事情もあり、

物流に関する冷凍・低温といった食品の鮮度保持輸送装置・システムの商

用化研究が欠かせない。6 次産業化の中でも販売促進に向けた課題として

更に強力に推進していく必要がある。 

 

 例：微粉砕氷による野菜鮮度保持輸送（27P）、等 
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（４）コーディネート機能（連携・協働）の強化 

高付加価値商品の開発は、コーディネーターが産学官金の各関係者間を駆け

ずり回って連携・協働によって生み出していくものであり、これが食クラス

ター活動の中枢である（28P ｸﾗｽﾀｰの姿）。このコーディネート機能の強化に

関して、2点申し述べる。 

 

①生産から販売までの一貫したコーディネート活動の強化 

・食クラスター活動の中枢機能強化のために、今年度北海道では、「食クラ

スター連携協議体」の下にコーディネーター（複数）を確保した。しか

しコーディネート活動は、研究開発・技術・国内販売・海外販売等の多

岐分野に亘るため、コーディネート機能の強化に向けては、質と量を伴

った更なるコーディネーターの確保が必要である。 

 

②消費者ニーズを意識したクラスター活動の充実 

・上記①と並んで、今後真に売れる商品開発を本格的に展開するためには、

消費者ニーズを的確に把握し且つそのニーズに応える商品開発を一層充

実強化すべきである。北海道の食クラスター活動では、消費者・ユーザ

ー目線に立った商品開発に努めていくが、地域においては消費者ニーズ

に基づき商品開発を組み立てる人材が不足している状況にある。そこで 6

次産業化の推進に当たり、国においても以下の例のような総合支援施策

を検討し、売れる商品づくりの促進とコーディネーター育成を図ること

が必要である。北海道で是非活用したい。 

 

例： 

・食関連商品の利活用者（注）から成るネットワーク（流通・販売促進、商品ニ

ーズの把握・評価機能を有する）の構築 

・ネットワーク活動の高度化（ICT を活用したシステムの構築、等） 

・ネットワーク参画者に試作品・商品を提供したモニタリング調査およびテ

ストマーケティングの実施 

・これらの評価結果を基にした商品企画、試作品の改善・改良ならびに新たな

用途開発の実施 

 

 （注）食関連商品の利活用者とは、「消費者、販売事業者、商社、観光事業者、飲食店、

ホテル・旅館、スーパー・百貨店、病院、学校、サービス業等、当該商品の様々な

ユーザーの総称」 
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（５）観光産業との融合 

①さらに、「食」と地域が持つ自然環境が融合した「観光産業」の振興を図る

ために、農山漁村の豊富な自然環境と景観を活かした食・健康・観光連携

を促進すべきである。そのためには、地域に滞在する観光客と地元の生産

者や食品関連企業等との交流を盛んにし、観光客から得られた情報を新商

品や新観光メニューの開発につなげる、下記のような事例促進に向けた国

の検討が必要である。このような取り組みは、生産者と消費者、農山漁村

と都市住民がともに支え合う社会づくりという観点からも重要であると考

える。 

 

 例１：歯科、PET などの医療を組み合わせたヘルスツーリズム 

例２：地産地消をベースとした地元食材の PR 

例３：食素材が持つ機能性を活用し、免疫向上・体質改善・リハビリなど健

康医療要素を付加した地域独自のサービスメニューの創出、等 

 

（６）輸出拡大に向けて 

最後に、輸出拡大に関して 2点申し上げる。 

 

①生鮮農産物輸出に関しては、中国輸入規制の緩和（日中政府間の検疫議定

書の早期締結による中国側輸入制限の解除）について、引き続き国による

折衝を実施していただきたい。（29P） 

②また今後は、生鮮農産物（素材だけ）に止まらず、付加価値を高めた加工

食品の輸出拡大について、食の将来ビジョンならびに新成長戦略実行計画

にしっかりと反映する必要がある。 

  

例１：海外事務所の開設支援 

例２：輸出相手国・地域の実情に応じた、加工食品のきめ細かいニーズ把

握調査に対する支援 

例３：ナパ・ヴァレーを超えよう（高級ワインの生産・販売促進）（30P）    

   等 

     

 

以上、『第二回「食」の将来ビジョン検討本部』の開催に当たり、我が国の「食」

の発展に貢献する北海道の役割という観点から、食料自給率向上と国際競争力

強化に向けた北海道農業の基盤強化および食の総合産業の確立に関して、提案

する。 
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